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◆参加要件

彩の国

ロードサポート団体とは

彩の国ロードサポート団体を募集しています

　彩の国ロードサポート制度は、ボランティアで道路の清掃をする活動団

体の皆様を支援する取組です。各地域の県土整備事務所で申請や制度につ

いての相談を受け付けておりますので、お気軽に御連絡ください。

（各事務所の連絡先については、８ページを御覧ください。）

⑥支援

⑤支援
③支援②活動報告

④協議・連携

ロードサポート団体

①道路の清掃美化活動の実施
②活動の報告（年度終了時（3月））

支援者【企業など】

⑥花苗の支援

埼 玉 県

③掲示版の設置、ボランティア保険の
　加入、清掃用具の貸与
④団体登録にあたっての協議

地元　市町村

⑤ごみの処理

彩の国ロードサポート
Sainokuni Road Support

埼玉県　県土整備事務所●●●市

団体名：○○地区○○会

この道路はボランティアにより
清掃美化活動が行われています。

　道路の一定区間（県管理道

路の 100 ｍ以上を含み、その

他の道路については県管理道

路の半分以下）の清掃を年４

回以上行える５人以上の団体

　植樹帯（10㎡以上）などに

おいて花植えと水やりなどの

管理を行える５人以上の団体

　 美 化 活 動 団 体 に 対 し て 年

４万円以上の花苗の支援を行

える企業など

道路愛護ポスターコンクールの受賞作品は、

ホームページでカラー版が御覧いただけます。

彩の国ロードサポートニュースについての詳細情報は、埼玉県ホームページを御覧ください。
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道路愛護ポスターコンクール知事賞（中学生の部）

さいたま市立第二東中学校　小井川　智颯さん

平成 28 年度　第 57 回 

①株式会社秩父イワサキ

②南州工業株式会社

③南須原医院

④株式会社平成　秩父支店

⑤古沢園

⑥東洋パーツ株式会社

⑦医療法人社団医新会 縄文の里長瀞倶楽部
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ロードサポートをやってみたいけど、具体的にどこの場所（道路）が対象なのかわからない。Q
A 御希望の地域の中から活動区間を御提案することもできますので、お気軽に御相談ください。



① 団体や地域の特徴
　熊谷市街地中心部にある鎌倉陸橋の側道の清掃や除

草活動を行い、快適で美しい環境づくりに尽力してお

ります。活動は、月に１回、土曜日の早朝に行い、地

域の相互協力の場としています。

② ロードサポートに参加した理由
　熊谷では毎年夏に花火大会が行われています。この

花火大会の翌日に熊谷駅近辺が非常に汚れていたた

め、数人の手で清掃を行ったことがきっかけです。そ

の後、地域に貢献できる活動を定期的に行いたいと考

え、ロードサポートに参加しました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　交通量の多い一般国道のためか、階段等にも吸い殻が

います。また、花壇のまわりの歩道は、行事の前に全

校でゴミ拾いや清掃を行っています。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　いざ、活動を始めて見ると苗の植え込みは、予想以

上に時間がかかりました。

　現在は保護者にも手伝っていただいています。作業

の効率向上だけでなく、難しくなる年齢にさしかかる

ので親子の交流効果も見られます。

　花壇は登下校の通学路にあり、校庭のサクラやハナ

ミズキと草花がタイアップすると大変見応えがありま

す。自分たちが植え、育てた草花であり、話題にも上

り教育効果が随所に現れています。

多く、時には吸い殻入れごとそのまま道路に捨ててあるこ

ともあります。また、空き缶なども多いです。今後も継続

的な活動を通して地域の環境美化に協力していきます。

④その他
　道路の美化活動としてロードサポートの活動を行っ

ておりますが、私たちの団体では、ほかにも様々な活

動を行っております。学習としての活動として、「お

はよう倫理塾」や文部科学省から後援をいただき開

催する「講演会」、子育ての学びの「子育てセミナー」

のほか、ボランティア活動として「赤い羽根共同募金」

などを行い、地域を良くする活動を推進しています。

　活動を通して、明朗＝ほがらか、愛和＝なかよく、

喜働＝喜んで働く実践者を育成し、「健全で和やかな

家庭づくり」を推進しています。

① 団体や地域の特徴
　榛沢小学校のある深谷市榛沢地区は、トウモロコシ

やブロッコリーの一大産地で、子ども達の保護者や関係

者に農家の方が多いです。苗の移植や植え付け作業も

身近にあり、上手にできるものかと思いきや、ロード

サポートに参加してわかったことでありますが、時代

の流れの中で子ども達は、植物を育てる経験が少なく、

実際には作業を進められない子ども達が大勢いました。

② ロードサポートに参加した理由
　ロードサポートの案内をいただき、子ども達が草花

に触れあう中での緑化教育、情操教育、理科の学習効

果の向上をめざして参加しました。

　作業は３、４年生が中心となり取り組んでいます。

３年生が春の植え込みを、４年生が秋の植え込みを行

い、４年生の清掃当番が水やり・除草・管理を行って

■ 市町村／深谷市　活動形態／清掃美化活動

■ 場　所／県道花園本庄線　　　　 　　　

■ 会員数／児童 196 人、教職員 24 人 　

■ 認定年度／平成 15 年 6 月（活動 14 年目）

■ 市町村／熊谷市　活動形態／清掃活動

■ 場　所／一般国道 407 号 　　　　　　　　

■ 会員数／ 24 人 　　　　　　　　　　　　

■ 認定年度／平成 15 年 10 月（活動 14 年目）

2 活動団体の紹介

深谷市立榛
はんざわ

沢小学校

家庭倫理の会熊谷市
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① 団体や地域の特徴
　「かねこれーしんぐ」は、ＪＲ行田駅北側、国道 17

号の壱里山町交差点にある「さいくるしょっぷかねこ」

に集うサイクリングクラブです。

　練習は、毎週日曜日の朝８時に店頭に集合し、荒川

堤防→大芦橋→八丁湖 ( 吉見町 ) →吉見百穴→武蔵丘

陵森林公園周辺→笹屋（休憩）→高根ＣＣ→大沼公園

( 熊谷市 ) →荒川堤防→久下橋を経由し約 60 ｋｍ。

　また、日曜日を除く毎日朝５時に店頭を出発、荒川

堤防→荒井橋→さくら堤公園→糠田橋→荒川堤防を経

由して約 35 ｋｍのコースでペダルを漕いで楽しんで

います。

　その他、築地や軽井沢への日帰りロングライド、ま

たグループで各種レースへ参加しています。

② ロードサポートに参加した理由
　道路無くして、サイクリングはできません。その道

路に、感謝したいと思い、練習の合間で安全に活動で

きる、大芦橋歩道部分のゴミ拾いが良いと考え参加し

ました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　県内各地をサイクリングしていると、ロードサポー

ト団体の掲示板をいたるところで見かけます。心地よ

く走行させていただけるのも、それぞれの地域で活動

いただいているサポート仲間のおかげです。この場を

借りて感謝申し上げます。

④ その他
　自転車愛好家のみなさん、会費も規約もないフレン

ドリーな当クラブでペダルを一緒に漕ぎましょう。

■ 市町村／鴻巣市　活動形態／清掃活動 

■ 場　所／県道行田東松山線　　　　 　　　

■ 会員数／ 44 人 　

■ 認定年度／平成 25 年１月（活動５年目）

かねこれーしんぐ

① 団体や地域の特徴
　地元のボランティアグループで、当団体の活動は、８

つの支援者から花の支援をいただいて成り立っています。

　活動場所は、長瀞町役場から長瀞中学校前にかけて

の歩道植樹帯約 100 ｍの箇所です。年に 50 回程度活

動しており、「花植え」「水やり」「花がら摘み」「清掃」

などを行っています。

　また、長瀞中学校や長瀞第一小学校の生徒たちがボ

ランティアの一環で当会の活動に参加し、地域住民と

の交流につながっています。この花の植栽を通じた交

流については、平成 20 年５月にＮＨＫのニュースで

放映されました。このほか、平成 23 年度「埼玉・教

育ふれあい賞」の表彰を受けております。

② ロードサポートに参加した理由
　長瀞町からボランティア参加の呼びかけがありまし

た。町が綺麗になるのは良いことだと思い、参加を決

めました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　地域住民と学生が一緒になって花植えをし、交流を

することで、学生にとってとても良い校外教育になっ

ていると感じています。

　活動に当たっては、植え付けから長い期間花が咲い

ているように努力をしていますが、天候に左右される

ところもあり、容易ではありません。水は荒川から汲

んでおり、１回の水やりのために約２トンの水をタン

クで運んでいます。やりがいは大きいですが、花苗が

無ければ活動は成り立たず、支援者や行政との協働は

欠かせないものと感じています。

■ 市町村／長瀞町　活動形態／清掃美化活動

■ 場　所／一般国道 140 号 　　　　　　　　

■ 会員数／ 20 人 　　　　　　　　　　　　

■ 認定年度／平成 19 年 12 月（活動 10 年目）

長瀞ふれあいの会
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を愛でる心の余裕を持ってほしいと感じるようになり

ました。

④ その他
　今年度より企業のＣＳＲ活動として工場周辺の清掃

活動を行っております。第１回目を 10 月 31 日に実施

し、多くのゴミを回収することができました。以降隔

月に実施し、社員全員参加にて行っていきます。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　道路がとても綺麗に保たれているのを見ると、ロー

ドサポートの方々の活動がとても素晴らしいものだと

感じられます。他の地域から来た方にも道路が綺麗に

なっていると感じていただけると思います。

① 団体や地域の特徴
　長瀞でハロゲンランプを製造して 31 年になります。

最近ではハロゲンランプの代替用 LED ランプも生産し

ており、環境に配慮した製品の開発を行っております。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　環境や地域に直接貢献できることは、住民一人一人

の心を豊かにする事と考えます。道端で美しいと感じ

たり、清清しい気持ちになれることは、現代社会で最

も必要とされています。その一翼を少しでも担えれば

と考え参加しました。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　世代を超えた多くの人々に，足を止めて美しい花々

① 団体や地域の特徴
　文具電子精密部品の専門工場として、全社員へ

の品質管理の徹底により「取引先のニーズにあっ

た部品を早く安く」をモットーに日々努力してい

ます。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　道路の落ち葉やゴミが取られ、とても綺麗になって

いるという印象があります。自社での活動は難しいで

すが、少しでも地域貢献につながれば、という思いで、

活動支援を行いました。

3 支援者の紹介

株式会社秩父イワサキ

南州工業株式会社

　埼玉県では、彩の国ロードサポートの活動の趣旨に

賛同し、花苗等の提供による支援をしていただける支

援者を募集しています。

　支援者として認定させていただいた場合、ロードサ

ポート団体用看板と一緒に支援者用看板を設置します。

　「興味はあるが近隣に具体的な活動をしている団体が

分からない」など、細やかな御要望にもお答えいたし

ます。お気軽に御相談ください！

［問合せ先］埼玉県道路環境課　☎ 048-830-5103
「長瀞ふれあいの会」の活動に

多くの支援をいただいています。

今回は、「長瀞ふれあいの会」を支援いただいている支援者の中から御紹介します。
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③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　季節折々の花が咲くことにより、観光客はもとより

住民の気持ちも穏やかになると思います。この事業を

しっかり続けていくことが重要です。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　桜の名所でもあり岩畳、ライン下りなど長瀞を訪れ

る人々を沿道の花々がお出迎えしております。今後も

継続的な支援を通して地域の美化に貢献させていただ

きたいと思っています。

きるよう願っています。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　これから人口が減少していくと、道路関係の予算も

縮小され、地域の道路を守るには、地域の人々の協力

が不可欠になってくると思います。日本の道路が美し

いことは、外国人観光客からも高く評価され、日本の

すばらしさを世界にアピールする大きな役割を果たし

ています。そんな波及効果の大きい事業に微力ながら

協力できていることに喜びを感じています。

① 団体や地域の特徴
　長瀞で昭和 40 年より開業。父親から継いで２代目

となります。専門医による予防医療、施設を含めた在

宅医療に力を入れています。住民の皆様が安心して暮

らせるよう、サポートさせて頂いております。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　観光立国日本ということで、埼玉のなかでもとりわ

け観光に力を入れている長瀞町としては、まず道路環

境から整備していく必要があると思い、参加をさせて

頂きました。

① 団体や地域の特徴
　天下の名勝地長瀞を中心に建設業を営んでおります。

秩父地域の皆様の暮らしの安全、安心を守る為、社会

資本の構築を通して地域の皆様に貢献させていただい

ております。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　秩父の玄関口でもある景勝地長瀞にたくさんの花を

咲かせる事で、秩父を訪れる人々が気持ち良く観光を

楽しんでいただければと、花苗の支援をする事で地域

に貢献させていただきたいと思いロードサポートの活

動支援を始めました。

① 団体や地域の特徴
　「長瀞」の対岸、県道８２号線・長瀞玉淀自然公園線

沿いに位置する観光施設で、バーベキューや各種定食、

名物の「ずりあげうどん」などのお食事と「うどん作

り体験」や「ラフティング」なども楽しめる複合的な

観光施設です。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　オーナーが以前、道路計画など交通ネットワークの

構築に関係する仕事をしていた関係で、もともと道路

整備にはたいへん興味をもっていました。そんな折、

道路沿いに草花を植栽するなど、地域の道路を美しく

する彩の国ロードサポート制度があることを知り、参

加させていただきました。観光地・長瀞が、美しい自

然だけでなく、快適な道路も含めてお客様をお迎えで

南須原医院

株式会社平成 秩父支店

古沢園
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　貢献の仕方にこれといった決まりはありません。大

切なのは「我々はいま、何ができるのか」を考え、実

践していくことです。このような考えのもと、東洋パー

ツは様々な形にて地域とのコミュニケーション活動を

実践しています。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　いつも通勤や生活で使う道路が、元気に育った花で

彩られている様子を見て、支援の効果が実感できます。

また、看板により自分たちの支援している区域だと分

かることで、一層実感が高まります。

③ 支援を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　長瀞は観光地であり、四季を通じて様々な花が咲き

誇る美しい町です。ことに役場はその役割からも町民

が数多く集う中心施設であり、役場前にロードサポー

トの活動地区を設けたことは意義深いと考えます。そ

の花壇はいつも綺麗に整備されており、美しい花々が

可憐に咲いているので、町民には美化運動への意識付

けとして、来訪者には「花の町」のアピールとして高

い効果があるのではと思います。

① 団体や地域の特徴
　当社は 1953 年に創業し、主に機械加工による自動

車部品等の製造を行っております。自社で省人生産シ

ステムを設計、構築し、少投資で高品質の物づくりを

おこなってきた実績は、お取引様より常に厚い信頼を

いただいているものであります。

②  ロードサポートの活動支援に参

加した理由
　社会にあって第一義の貢献は、いい

仕事をすることです。しかし文化の成

熟に伴い、行政も企業も個人もプラス

アルファの貢献が重要な時代になって

きていると東洋パーツは考えます。

① 団体や地域の特徴
　花の町長瀞で唯一の介護老人保健施設であり、入院

可能な有床クリニックを併設している医療・介護複合

型の施設です。「奉仕真療」を理念とし、患者様第一主

義で地域医療に貢献すべく、開所より職員一丸で取り

組んで参りました。

　地域の皆様に温かく支えられ、おかげ様で本年無事

に 10 周年を迎えることができました。

② ロードサポートの活動支援に参加した理由
　当施設も敷地内各所に花壇を設け、数多くの花をお

世話しており、その維持の難しさ、大変さを良く理解

しております。支援者の活動地区が役場前の沿道の花

壇であることから、少しでも町のイメージアップに貢

献できればと思い、ロードサポートの支援を始めまし

た。

東洋パーツ株式会社

医療法人社団医新会 
縄文の里長瀞倶楽部

たくさんの支援をいただき、 きれいに花を植えることができました！
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　ＮＰＯ法人埼玉県ウオーキング協会が主催する「ク

リーンウオーク」は、参加者が歩きながら歩道の清掃

活動と道路をきれいに使っていただくための広報活動

4 道の日・道路ふれあい月間イベント

　「道路ふれあい月間」における取組として「道の日祭

り」を道の駅「いちごの里よしみ」で開催しました。

　当日は、道路への関心を高めるきっかけにしていた

です。

　健康増進を図りながら、道路愛護精神の高揚を目的

に行われています。埼玉県では平成 8 年度から活動の

趣旨に賛同し、クリーンウオークを後援しています。

　当日は晴天に恵まれ、ウオーキング日和となり、美

里町役場を出発し、東児玉公民館まで約２ｋｍの県道

や町道の清掃活動を行いました。

　参加者約 300 人の皆様には、道への感謝はもとより、

ロードサポート団体の存在を知っていただけたものと

思います。

だくため、展示された道路関係のパネルを見ながら行

う「道の日クイズ」やロードサポート制度の広報を行

いました。

　また、ＪＡＦによる時速５㎞で壁にぶつかった際の

衝撃を体験できる「シートベルト衝撃体験」や、顔写

真付きの「子供安全免許証」の発行などを行いました。

　さらに大宮国道事務所によるパネル展示では、「道路

の老朽化対策」や「圏央道埼玉県区間全線開通後の整

備効果」の紹介をしました。

　大人から子供まで約 400 人の方に御来場いただきま

した。

国土交通省では、身近な道路を大切にし、美しく、安全に利用する機運を高めるため、

8 月を「道路ふれあい月間」、8 月 10 日を「道の日」と定めています。

クリーンウオークの実施

道の日祭りの実施

「本庄寄居線」クリーンウオーク

道の日祭りの様子

拾ったゴミの収集

ロードサポート制度などのパネル展示

開催日　平成 28 年 6 月 12 日（日）

場　所　美里町

開催日　平成 28 年 8 月 6 日（土）

場　所　道の駅「いちごの里よしみ」／吉見町
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　活動は歩道内で行うようお願いします。特に花植え等

の際に車道にはみ出したり、縁石の上での作業は危険で

すのでお止めください。

　歩道内でも自転車などと接触の危険性がありますの

で、安全監視役を置いたり、県で配布しているジャン

パーやベストを着用し、事故防止に努めましょう。

　また、エンジン・モーターを動力とする機械の使用、

高所での作業など危険を伴う作業は控えてください。

　（一財）首都高速道路協会から、花苗 6,660 株を寄贈いただきました。

この花苗を志木市と新座市の団体で活用させていただきました。

　同協会からは、平成 21 年度より継続して寄附をいただいております。

平成 26 年度まではロードサポートの活動中に着用するベストやジャン

パー、昨年度からは花苗を支援していただいております。

　活動報告書は、ボランティア保険の適用に必要なものですので、必ず御提出ください。

　なお、平成 28 年度分（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）は、平成 29 年 4 月 10 日（月）までに、活

動している市町村を管轄する県土整備事務所に御提出願います。（ＦＡＸ可）

　ロードサポートの活動中に、万一、道路の異常を発見

した場合は、道路緊急ダイヤル（#9910）又は道路管

理者に御連絡ください

【例】路面の穴ぼこ・段差、落下物、側溝等の破損など

　平成 28 年 4 月より「道路協力団体制度」が創設され

ました。

　道路における身近な課題の解消や道路利用者のニーズ

へのきめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民

間団体等を支援するものです。

　道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位

置づけることにより、自発的な業務への取組を促進し、

地域の実情に応じた道路管理の充実を図ります。

　制度の概要については、国土交通省のホームページを

御覧ください。

（下記アドレスを入力していただくか、「道路協力団体　

国道交通省」で検索していただくとスムーズです）

活動時の事故にご注意ください

一般財団法人　首都高速道路協会からの花苗支援

活動報告書の提出について（各県土整備事務所への問合せ先）

道路の危険個所等を発見した場合

道路協力団体制度について

道路環境課　TEL：048-830-5103　E-mail：a5090-06@pref.saitama.lg.jp

https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/index.html

連絡先

5 お知らせ

花苗寄贈式
（平成 28 年 11 月 21 日）

県土整備
事務所名

管内市町村 住所 TEL・FAX

さいたま 川口市、蕨市、戸田市
〒 336-0027
さいたま市南区
沼影 2-4-7

048-861-2495
048-866-9713

朝　霞
朝霞市、志木市、
和光市、新座市

〒 351-0033
朝霞市浜崎 678

048-471-4661
048-471-4666

北　本
鴻巣市、上尾市、桶川市、

北本市、伊奈町
〒 364-0007
北本市東間 3-143

048-540-8200
048-540-8203

川　越
川越市､ 所沢市､ 狭山市､

富士見市､ ふじみ野市､ 三芳町
〒 350-1126
川越市旭町 2-13-6

049-243-2020
049-243-2134

飯　能
飯能市、入間市、坂戸市、

鶴ヶ島市、日高市、
毛呂山町、越生町

〒 357-0021
飯能市双柳 75

042-973-2281
042-973-2286

東松山
東松山市、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、

鳩山町、ときがわ町、東秩父村

〒 355-0024
東松山市六軒町 5-1

 0493-22-2333
0493-21-1214

県土整備
事務所名

管内市町村 住所 TEL・FAX

秩　父
秩父市、横瀬町、皆野町、

長瀞町、小鹿野町

〒 369-1871
秩父市
下影森 1002-1

0494-22-3715
0494-21-1270

本　庄
本庄市、美里町、
神川町、上里町

〒 367-0031
本庄市北堀 818-1

0495-21-3141
0495-25-1470

熊　谷 熊谷市、深谷市、寄居町
〒 360-0841
熊谷市新堀 500

048-533-8778
048-530-1270

行　田 行田市、加須市、羽生市
〒 361-0023
行田市長野 943

048-554-5211
048-554-5216

越　谷
春日部市、草加市、越谷市、

八潮市、三郷市、
吉川市、松伏町

〒 343-0813
越谷市
越ヶ谷 4-2-82

048-964-5221
048-964-6584

杉　戸
久喜市、蓮田市、幸手市、
白岡市、宮代町、杉戸町

〒 345-0036
杉戸町杉戸 432

0480-34-2381
0480-36-1442
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